
大部　由美 ｵｵﾍﾞ ﾕﾐ 【日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ/ナショナルトレセンコーチ】

コーチ 淀川　知治 ﾖﾄﾞｶﾜ ﾄﾓﾊﾙ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】

コーチ 加藤　賢二 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】

コーチ 川井　健太 ｶﾜｲ ｹﾝﾀ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ/愛媛FC】

コーチ 西村　陽介 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｽｹ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】

GKｺｰﾁ 前田　信弘 ﾏｴﾀﾞﾉﾌﾞﾋﾛ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】　※10/3～4

GKｺｰﾁ 西入　俊浩 ﾆｼｲﾘﾄｼﾋﾛ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ/JFAアカデミー堺】 ※10/4～6

古城　里香 ﾌﾙｼﾞｮｳ ﾘｶ 【鳳凰高等学校】

小倉　咲子 ｵｸﾞﾗ ｻｷｺ 【エステレーラ相馬】

Pos 氏名 カナ表記 生年月日 所　　　属 都道府県

GK 和田　涼花 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｶ 2000.04.12 166 cm 52 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

GK 近澤　澪菜 ﾁｶｻﾞﾜ ﾚﾅ 2000.09.03 179 cm 69 kg JFAアカデミー福島 静岡県

GK 伊能　真弥 ｲﾉｳ ﾏﾔ 2000.09.29 169 cm 62 kg 浦和レッズレディースユース 埼玉県

GK 山下　莉奈 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 2001.02.07 170 cm 59 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府

FP 遠藤　彩椋 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 2000.04.12 166 cm 54 kg FC VICTORIES 兵庫県

FP 三条　理緒 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾘｵ 2000.04.13 162 cm 50 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 中西　ふう ﾅｶﾆｼ ﾌｳ 2000.04.15 159 cm 47 kg Kochi ganador FC 高知県

FP 業天　瑠華 ｷﾞｮｳﾃﾝ ﾙｶ 2000.04.23 157 cm 47 kg FCレディース北空知 北海道

FP 川名　みのり ｶﾜﾅ ﾐﾉﾘ 2000.04.25 160 cm 48 kg FCヴィトーリア（JFAアカデミー堺） 大阪府

FP 鈴木　陽奈 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 2000.04.28 162 cm 55 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 山名　かりん ﾔﾏﾅ ｶﾘﾝ 2000.05.16 154 cm 43 kg エステレーラ相馬 福島県

FP 林　涼香 ﾊﾔｼ ｽｽﾞｶ 2000.05.16 158 cm 50 kg オエステ福岡U15 福岡県

FP 加藤　栞 ｶﾄｳ ｼｵﾘ 2000.05.17 160 cm 49 kg FCオリベ多治見ジュニアユース 岐阜県

FP 宮本　春花 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｶ 2000.05.22 155 cm 43 kg セレッソ大阪堺ガールズ（JFAアカデミー堺） 大阪府

FP 白井　ひめ乃 ｼﾗｲ ﾋﾒﾉ 2000.05.25 161 cm 49 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 大岩　みつば ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾊﾞ 2000.06.03 147 cm 47 kg FCオリベ多治見ジュニアユース 岐阜県

FP 渡辺　桃加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 2000.06.17 161 cm 52 kg 常葉学園橘中 静岡県

FP 杉岡　真里奈 ｽｷﾞｵｶ ﾏﾘﾅ 2000.06.22 155 cm 43 kg 青崎サッカークラブ Hanako Clover's 広島県

FP 武田　あすみ ﾀｹﾀﾞ ｱｽﾐ 2000.07.14 152 cm 47 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 矢島　由芽叶 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾒｶ 2000.07.25 152 cm 43 kg マーベラス福岡フットボールクラブ 福岡県

FP 原　日樺 ﾊﾗ ﾆﾁｶ 2000.08.03 151 cm 45 kg Football Club Lazona U-15 福岡県

FP 髙山　菜々香 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾅｶ 2000.08.07 160 cm 50 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 井上　萌 ｲﾉｳｴ ﾓｴ 2000.08.12 162 cm 52 kg 浦和レッズレディースユース 埼玉県

FP 轡田　歩 ｸﾂﾜﾀﾞ ｱﾕﾐ 2000.08.24 155 cm 45 kg 浦和レッズレディースユース 埼玉県

FP 佐々木　涼花 ｻｻｷ ﾘｮｳｶ 2000.08.28 157 cm 45 kg FCみやぎ 宮城県

FP 松崎　愛華 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲｶ 2000.08.29 159 cm 51 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースRame 千葉県

FP 十川　ゆき ﾄｶﾞﾜ ﾕｷ 2000.09.13 155 cm 43 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 小池　真理 ｺｲｹ ﾏﾘ 2000.10.08 147 cm 37 kg 東海大付属静岡翔洋高中等部 静岡県

FP 宮本　光梨 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾘ 2000.10.10 152 cm 42 kg アスペガスフットボールクラブ 奈良県

FP 松本　梨桜 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ 2000.10.18 162 cm 51 kg ひうちドリームス 愛媛県

FP 岩瀬　葵 ｲﾜｾ ｱｵｲ 2000.10.26 171 cm 61 kg 北村中 北海道

FP 望月　麻央 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｵ 2000.11.12 158 cm 49 kg 東海大付属静岡翔洋高中等部 静岡県

FP 山上　ひとみ ﾔﾏｳｴ ﾋﾄﾐ 2000.11.23 161 cm 48 kg 岡山湯郷Belle U-15・U-18 岡山県

FP 梶井　鈴音 ｶｼﾞｲ ｽｽﾞﾈ 2000.11.28 154 cm 48 kg ASエルフェン埼玉 埼玉県

FP 石谷　唯華 ｲｼﾀﾆ ﾕｲｶ 2000.12.08 164 cm 48 kg FC Belta 東京都

FP 三秋　祥子 ﾐｱｷ ｼｮｳｺ 2000.12.17 165 cm 53 kg ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ 神奈川県

FP 百瀬　想 ﾓﾓｾ ｺｺﾛ 2000.12.22 163 cm 49 kg FC Belta 東京都

FP 岡田　真波 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅﾐ 2000.12.30 166 cm 48 kg FC Belta 東京都
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FP 中江　萌 ﾅｶｴ ﾓｴ 2001.01.01 150 cm 42 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 田中　麻帆 ﾀﾅｶ ﾏﾎ 2001.03.04 162 cm 49 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースRame 千葉県

FP 猿澤　桃佳 ｻﾙｻﾜ ﾓﾓｶ 2001.03.07 152 cm 41 kg MOMOKO F.C 香川県

FP 年本　有優香 ﾄｼﾓﾄ ｱﾕｶ　 2001.03.10 159 cm 48 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府

FP 根津　茉琴 ﾈﾂﾞ ﾏｺﾄ 2001.03.15 161 cm 48 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 植田　真以 ｳｴﾀ ﾏｲ 2001.03.16 153 cm 39 kg 徳島ラティーシャ 徳島県


